日本スポーツマネジメント学会第 13 回 大会要項
1.

テーマ
スポーツのルネサンス

2.

会期
2021 年 3 月 6 日（土）～7 日（日）

3.

会場
オンライン開催（参加方法は、後日、連絡します）

4.

主催
日本スポーツマネジメント学会

5.

主管
龍谷大学・日本スポーツマネジメント学会第 13 回大会実行委員会

6.

プログラム（予定）
［第 1 日：2021 年 3 月 6 日（土）］
13:00～13:10 開会あいさつ
原田 宗彦 氏（JASM 会長・早稲田大学教授）
13:10～14:00 開催大学あいさつ・基調講演
「自省利他が生み出す新世界」
入澤 崇 氏（龍谷大学学長）
14:05～16:20 【ルネサンスの扉 Part 1】ショートレクチャー
（14:10～） 「イノベーション創造によるビジネス領域の拡大」
小林 淳二 氏（アシックスジャパン株式会社代表取締役社長）
（14:55～） 「心地良さと快適さを追求する音響イノベーション」
西浦 敬信 氏（立命館大学教授）
（15:40～） 「仕組みとスタイルを変えるソーシャルイノベーション」
深尾 昌峰 氏（龍谷大学教授）

16:25～17:00 【ルネサンスの扉 Part 2】パネルディスカッション
「スポーツのルネサンスとイノベーション」
パネラー：
小林 淳二 氏（アシックスジャパン株式会社代表取締役社長）
西浦 敬信 氏（立命館大学教授）
深尾 昌峰 氏（龍谷大学教授）
ファシリテーター：
松永 敬子 氏（龍谷大学教授）
［第 2 日：2021 年 3 月 7 日（日）］
9:00～11:55 一般研究発表（口頭発表）
12:00～12:45 総会
12:45～16:10 一般研究発表（口頭発表）
16:15～16:55 【ルネサンスの扉 Part 3】活動報告
「新しい時代を切り拓くスポーツ経営人材」
原田 宗彦 氏・松岡 宏高 氏・佐藤 晋太郎 氏（早稲田大学・スポーツ
庁委託事業教材開発チーム）
16:55～17:00 閉会あいさつ
日本スポーツマネジメント学会第 13 回大会実行委員会
7.

大会までの日程
2020 年 12 月 15 日（火）

大会参加申込・一般研究発表申込 開始

2021 年 1 月 15 日（金）

一般研究発表申込 締切

2021 年 2 月上旬

一般研究発表 採択通知

2021 年 2 月 26 日（金）

大会参加申込・振込 締切
※期日を過ぎての申し込み及び当日申し込みも受け付
けません。

8.

大会参加申込
ウェブ上の参加申込フォームに必要事項を記入し、お申し込みください。
URL：https://jasm.sakura.ne.jp/conference/registration/
 参加申込開始

2020 年 12 月 15 月（火）

 参加申込締切・振込

2021 年 2 月 26 日（金）
※期日を過ぎての申し込み及び当日申し込みも受け付
けません。

9.
9.1.

9.2.

9.3.

一般研究発表申込
発表申し込みのスケジュール
 一般研究発表申込開始

2020 年 12 月 15 日（火）

 一般研究発表申込締切

2021 年 1 月 15 日（金）厳守

 一般研究発表採択通知

2021 年 2 月上旬

発表のタイプ
1)

学術研究：客観性、論理性、普遍性を備えた学術価値の高い研究成果

2)

実践研究：実践的な事例をまとめた研究成果・報告

発表形式
オンライン LIVE 配信による口頭発表（発表 20 分・質疑応答 5 分・入れ替え 5 分）

9.4.

研究分野
スポーツマネジメントに関する以下の領域
1)

スポーツマーケティング（スポンサーシップ、消費者行動など）

2)

マネジメント・リーダーシップ（組織、ボランティア、人材など）

3)

政策

4)

ファイナンス・エコノミクス

5)

ファシリティマネジメント

6)

スポーツマネジメント教育

7)

スポーツツーリズム

8)

法的問題

9)

コミュニケーション（メディア、ジャーナリズム、広報など）

10) その他
9.5.

一般研究発表資格
・ 申込時点で 2020 年度会費を納入した本学会の一般会員もしくは学生会員（院生）で
あること。
・ 共同研究発表者は、会員でなくてもかまいません。
・ 筆頭発表者としての申し込みは 1 人 1 演題に限ります。

10. 参加費（今大会は、コロナ禍を踏まえ、下記のように特別参加費を設定しました）
区分

料金

一般会員・学生会員

無料

一般・学生（会員外）

1,000 円

・ 学会大会の参加を希望する場合は、必ず【2月26日（金）】までに参加申込を済ま
せてください（期日を過ぎての申し込み、当日の申し込みは受け付けません）。
・ 会員外の方は、【2月26日（金）】までに参加費1,000円を下記の口座に送金してく
ださい。
・ 一旦、振り込まれた参加費については、返金致しませんので、あらかじめご了承く
ださい。
 振込先

銀行・支店名

三井住友銀行

高田馬場支店

口座番号

4475138

口座名

日本スポーツマネジメント学会

学会大会

原田宗彦

※2 月 26 日（金）までの申し込みに基づき、会員確認、もしくは送金確認後（会員外
のみ）、改めて参加方法の詳細について連絡します。
11. お問い合わせ
 日本スポーツマネジメント学会事務局
TEL & FAX

042-461-1071

E-mail

conference@e-jasm.jp

 日本スポーツマネジメント学会編集委員会事務局（一般研究発表に関して）
TEL & FAX

042-461-1071

E-mail

presentation@e-jasm.jp

※現在、コロナウイルス感染拡大の影響により、学会事務局は時間を短縮して開室して
おります。メールでのご連絡にご協力くださいますようお願い申し上げます。
■日本スポーツマネジメント学会第 13 回大会実行委員会
実行委員長

松永敬子（龍谷大学）

事務局長

実行委員

久保和之（龍谷大学）

二宮浩彰（同志社大学）

長積

和田由佳子（立命館大学）

仁（立命館大学）

足立名津美（京都先端科学大学）

大西孝之（龍谷大学）

